
 

 

平成２６年（２０１４年）度を振り返って 

 

学園長 矢野恭弘 

 

2014 年度の全校規模の行事は 4 年に一度開催される校外の音楽会であった。11 月 27 日に池

袋にある東京芸術劇場で約 1800人のお客様を迎えて「第 30回自由学園音楽会」を開催した。

各部の音楽担当教師の報告がこの『年報』に掲載されているが、今回の特徴としては、初め

て高等科だけで男女の混声コーラスをしたこと、最高学部生によるコーラスがあったこと、

そしてロビーホールに教科横断的に音楽と関わりを持った教科の学びの展示がされたことが

あげられる。テーマを「祈り」と決め、それに相応しい選曲があり、初等部高学年から最高

学部までの一貫教育の各段階の成長をみることができた。音楽の先生方の熱心な指導とそれ

に応えた児童・生徒・学生たちの努力の賜物であった。 

 

「自由学園らしい学びを具体化して実践する」という全校の教育目標については、高橋和也

副学園長がリーダーを務める「教育改革グループ」により、一貫教育のつながりの中で、教

科別にカリキュラムを点検すること、学部教育改革の検討を進めること、そして教師の研修

を進めることが図られた。 

 

二つ目の教育目標「生活教育・自治教育の点検と見直し」については、初等部では「あいさ

つを気持ちよく」の年間教育目標への取り組みに成果があり、本鈴・礼拝・食事のはじめを

落ち着いてできるようになった。それは自主性の育ちが見られた６年生の働きにもよる。男

子部では、生徒たちが全校討議を通じで丸坊主と制服についての議論を進め、2015 年度の新

入生から新しい制服を導入することになった。また、熊平美香さんや苫野一徳さんの力をお

借りして、話し合いによる問題解決の方法を生徒・教師が共に学び、自治力向上の土台作り

を図った。女子部では、生徒の自治活動がより良く行われるよう委員会制度の見直しを行い、

2015 年 3 月からの新年度はこれまでの 6 期制から、5 期制に移行することになった。最高学

部では、男子部・女子部の生徒とともに運営している生活環境委員会の活動の中で、担当学

生たちが、リーダーシップをとり、節電の呼びかけや学生の意識を高めるイベントを計画・

実施した。 

 

「特色ある取り組みの強化」としては、校外での音楽会に加えて、英語教育の体系化に関し

て、男子部中等科が新しいカリキュラムの下に授業を始め、夏休みには希望する生徒 22人が

集まり英語合宿が東天寮で開かれた。初等部では、2015 年度から実施する英語教育の新しい

プログラムを作成した。 

震災復興支援については、各地友の会のご協力のもと、学部生は岩手県大槌町・釜石市への

支援活動の態勢の見直しを図りつつ、2011年 4月以来、2014年度は第 28次から第 36次まで

9回の訪問を実施した。女子部・男子部でも宮城県仙台市や石巻市の被災地への訪問を、夏休

み中や、9月、3月に実施し、地元の方たちとの交流を続けた。夏休み中に清風寮を開放して、

8 月 4 日から 9 日まで全国友の会と共同で開催した「サマースクール」は、2014 年で 3 回目

となり、福島・那須地方から 57 人の母子を迎えた。また、学部生の「支援の係」を中心に、

今年も、小学校へ入学する児童のための「袋物」制作を、女子部卒業生や在校生父母会の方々

の協力も得ながらすることができた。 



 

 

最高学部のギャップイヤー制度は 2年目を迎え、デンマークのオレロップ体育アカデミーへ 2

名、イギリスへとカナダへそれぞれ 1 名ずつ合計 4 人の学部 3 年生が海外での学びを経験し

た。 

2014年の夏に交換留学制度の協定を結んだ、フィンランドのアラヤルビ高校から、高校 2年

の女子 1名が、9月から 3月まで女子部高等科 2年のクラスで学んだ。こちらからは高等科 2

年生 3名が春休みに約 2週間現地校に滞在し、交歓することができた。 

0歳から 12歳までの幼児・初等教育の推進のために学内に「地域子育ち支援本部」ができ、3

歳未満の幼児のための「こっこひろば」、幼児生活団が運営する未就園児のための「ことりぐ

み」、初等部の生徒の放課後のよい過ごし方を提案する「JIYUアフタースクール」などの活動

が軌道に乗ってきたと言ってよいと思う。学部生の「教育ゼミ」の学生や、女子部・男子部

生の有志の生徒も参加してよい学びができている。 

幼児生活団では、子どもたちの運動の時間が少ないのではないかと、今年度から各組週 1 回

ずつ、体操プログラムを導入し、週 5日制のカリキュラムの充実を図ることができた。 

 

植林地について 

 1966 年以来、三重県の海山で実施してきた男子学部生による植林地の労働は、大径木化に

よる危険性の増大などの理由から、2014 年度の冬休み前半の活動を最後に中止することにな

った。それに伴い、新しく埼玉県旧名栗村にある男子卒業生が所有される山林を利用して活

動を続けることになり、この新名栗フィールドと名づけられた活動地を、学部生のみならず、

幼児生活団、初等部、女子部・男子部の児童・生徒・教師たちが活用できることが期待され

ている。 

 

今年度の特記事項は以上だが、今年も生徒数の減少があり、初等部や男子部での父母による

食事作りについては、現役父母以外の方に応援を頼むことを含め、新しいあり方の検討が進

んでいる。その状況の中で、生徒たちは明るく元気に学校生活や寮生活に励むことができた

ことは感謝である。 

 

 

 

 

 

平成２６年度(２０１４年度)行事 

４月５日（土）  初等部始業式 

４月８日（火）  初等部入学式 新入生３２名を迎える 

４月１０日（木） 女子部・男子部・最高学部始業式 

４月１１日（金） イースター礼拝 「完全目指して生きる」廣瀬薫牧師 

４月１２日（土） 女子部・男子部第９４回入学式 新入生女子部４７名、男子部４６名を迎える 

４月１４日（月） 新入生歓迎会 

４月１５日（火） 創立９３周年記念合同礼拝、新入生歓迎音楽会 

４月１９日（土） 初等部新入生歓迎父母会 

４月２６日（土） 女子部父母会 

４月２６日（土）～２７日（日） 学部１年生 修養会 



 

 

５月９日（金）  初等部遠足「筑波山」 

５月１０日（土） 男子部父母会 

５月１７日（土） 学部・自主研究報告会 同学会総会（学部食堂） 

５月２４日（土） 初等部父母会 

５月２５日（日） 女子部・男子部オープンキャンパス 協力会主催「春の南沢フェスティバル」 

６月４日（水）～６日（金） 男子部中等科遠足「八ヶ岳山域」 

６月７日（土）  初等部運動会 

６月７日（土）  協力会総会 「谷川俊太郎＆谷川賢作コンサート」 

６月１１日（水）～１３日（金） 女子部高等科遠足 「蝶ヶ岳」 

６月１４日（土） 最高学部父母会 

６月１７日（火）～２０日（金） 初等部５年生 宿泊学習 「蓼科ポニー牧場」 

６月２１日（土） 学部オープンデー 男子部父母会 

６月２５日（水）～２７日（金） 男子部高等科遠足「北岳」 

６月２５日（水）～２７日（金） 初等部組別父母会 

６月２６日（木）～２８日（土） 女子部中等科遠足 「四阿山・根子岳」 

７月５日（土）  最高学部終業式 

７月７日（月）～８日（火） 最高学部２年課程２年 修養会 

７月１１日（金）～８月３日（日） 最高学部ネパールワークキャンプ（第２５回） 

７月１１日（金） 女子部中等科勉強報告会 

７月１２日（土） 女子部高等科勉強報告会 

７月１２日（土） 男子部中等科成績報告会 

７月１４日（月） 男子部高等科成績報告会 

７月１７日（水） 女子部・男子部終業式  

７月１９日（土） 初等部終業式 

７月２２日（火）～２４日（木） 初等部３年生 宿泊学習 「千葉県立君津少年自然の家」 

７月２６日（土） 「夏休み子ども教室」（松山） 

７月２６日（土） 女子部・男子部・最高学部地方父母会（中国・四国） 

７月２９日（火） 「夏休み子ども教室」（横浜、旭川） 

８月２日（土）  「夏休み子ども教室」（神戸） 

８月２日（土）   キリスト教学校フェア（銀座教会) 

８月４日（月）～９日（土）サマースクール（清風寮） 

８月２９日（金）～３０日（土） 初等部６年生 夏の学校 

９月１日（月）   男子部・最高学部始業式 

９月２日（火）～５日（金） 男子部修養会 

９月４日（木）   初等部始業式 

９月５日（金）   女子部始業式  

９月１３日（土）～１４日（日） 女子部 野の花祭 

９月１３日（土）  男子部父母会  

９月２０日（土）  初等部父母会・授業参観    

９月２７日（土）  学部ネパールワーク報告会 

１０月１１日（土） 第６７回体操会 （お客様２９９０名）  

１０月１５日（水）～１７日（金） 初等部組別父母会 

１０月１８日（土） 女子部卒業生大会・男子部卒業生ホームカミングデー 



 

 

１０月２０日（月）～３１日（金） 男子部高等科２年生名栗労働（前・後期） 

１０月２１日（火）～２４日（金） 初等部６年生 校外宿泊学習（箱根） 

１０月２５日（土） 最高学部父母会 

１０月２８日（火）～３１日（金） 女子部中等科３年生研修旅行（広島・海山） 

１１月２日（日）  女子部・男子部・最高学部地方父母会（北海道） 

１１月３日（月）  女子部・男子部・最高学部地方父母会（東海、関西、九州） 

１１月９日（土）  協力会主催「秋の南沢フェスティバル」 

１１月２７日（木） 自由学園第３０回音楽会（東京芸術劇場） 

１２月８日（月）  最高学部前期課程修了旅行（女子～１３日伊勢・奈良・京都）（男子～１１日九州） 

１２月１３日（土） 女子部父母会 

１２月１７日（水） クリスマス礼拝 「二つの自由に向かって」広瀬薫牧師 

１２月１８日（木） 初等部クリスマス 

１２月１８日（木） クリスマス午餐会 

１２月２０日（土） 初等部終業式 

１２月２０日（土） 女子部・男子部・最高学部終業式 

１２月２４日（水） 自由学園クリスマス礼拝（明日館） 

２０１５年１月１日（木） 元旦 新年礼拝 

１月８日（木）   初等部始業式 

１月１３日（火）  女子部・男子部・最高学部始業式 

１月１７日（土）  初等部父母会・参観授業 

１月２１日（水）～２３日（金） 初等部４年生 冬の学校（黒姫） 

２月１３日（金）～１６日（月） 女子部高等科１年生スキー合宿（赤倉温泉） 

２月１６日（月）～１８日（水） 女子部高等科２年生修養会（天城山荘） 

２月１７日（火）～１９日（木） 初等部組別父母会 

２月１７日（火）～２１日（土） 男子部高等科２年生スキー実習（赤倉温泉） 

２月２８日（土）  女子部・男子部・最高学部合同父母会 

３月３日（火）～６日（金） 男子部高等科３年生 東北震災復興支援 

３月７日（土）   最高学部卒業研究・卒業勉強報告会 

３月１２日（木） 幼児生活団卒業式 

３月１７日（火） 初等部卒業式 

３月１８日（水） 初等部修業式  

３月２１日（土） 第９３回卒業式 祝辞・羽仁進氏        

３月２４日（火） 女子部･男子部・最高学部修業式、四部合同父母会感謝会 

 


